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2020/07/05 ⽇本印度学仏教学会 

 

九州国⽴博物館藏写本・⽂軌『因明⼊正理論疏』巻⼀について 
師 茂樹（花園⼤学） 

⽂軌『因明⼊正理論疏』について 
⽞奘による『因明正理⾨論』『因明⼊正理論』の翻訳によって、東アジアにおいて因明学（仏教論理学）

が形成されることとなった。後に⽇本で展開する因明研究は、基『因明⼊正理論疏』（因明⼤疏）を基盤と

しているが、それと並んで⽂軌『因明⼊正理論疏』の重要性が近年、注⽬されている。 

新羅⼈とも考えられている（⽯井［1990］、李［1999］）⽂軌の因明説が注⽬される理由は、①⽂軌が「⽞

奘より直接因明を学んだ」（「軌以不敏之⽂、慕道膚浅、幸同⼊室、時聞指掌、毎記之汗簡、書之⼤帯」）と⾃ら述べ

ている点、②基の系統からの厳しい批判を受けていた点、③⽞奘作とされる所謂「唯識⽐量」の成⽴問題

にかかわる点（師［2017］、湯［2019a］［2019b］）、④元暁『判⽐量論』の成⽴に関連している可能性（湯［2019a］

［2019b］）、⑤東アジアでは発展しなかった過類に関するまとまった記述がある点（沈剣英［2008］、師［2015］）、

などである。 

沈剣英は、⽂軌『因明⼊正理論疏』が⼤きく批判されることとなった「差別為性」の議論が呂才『⽴破

註解』（655）に⾒られることから、649 年（『因明⼊正理論』訳出）〜654 年の成⽴とする（沈剣英［2008: 4］）。

現在、この⽂献は完全な形では現存しておらず、断⽚的に伝わっている。江⼾時代（18 世紀）に全三巻が

そろっていたらしいこと、しかしその後に第⼀巻だけになったという記録がある。現在『⼤⽇本續藏經』

には、第⼀巻のみが収録されている（『⼤⽇本續藏經』第 1 輯第 86 套第 4 冊）。 

寬政⼗戊午春、洛陽智積院前頰席潭影師、於泉州堺天神社講因明⼤疏。彼寺者覺洲之舊地也。影師

撿覺洲所持書⽬錄、有因明論⽂軌疏三卷、因⽽求覓之。寺主但得卷第⼀、則在覺洲之朱判、餘⼆冊

者散不⾒云云。予昔⽇撿閑因明⾒新疏、多違軌義論旨、尋求古疏不得之由、是以理伸因明正統、排斥

其邪記之、以著於因明詳定記三冊、⿎攻三冊矣。今年幸聞有⽂軌疏、慇懃求請件本、於影師所令淨

⼟真宗越中慧了寫之訖。 

 寬政⼗戊午年九⽉七⽇記於京都因幡藥師⻄之坊 

   豐⼭總持院沙⾨ 快道 林常 記（X53, 848, 694b19-c6; 武村尚邦［1986］, 218 参照） 

20世紀のはじめ、中国で⾒つかった『⾦蔵』に収録されていた窺基『因明論⼗四過類疏』が、善珠の

『明灯抄』や蔵俊『因明⼤疏抄』等との⽐較により⽂軌疏の⼀部であることが判明している（⽇華佛教研究

會［1935］）。また、敦煌写本にもいくつか断⽚が残されている。S2437 は所依不成の途中から相違決定ぐ

らいまで（武村尚邦［1986］）、S4328（沈剣英［2008］）は過類の⼀部に相当する。そのほか、⽇本の因明⽂献

などに、多数の逸⽂が発⾒されている。これらの断⽚を組み合わせることで、『因明⼊正理論疏』全体を

復元する試みも⾏われてきた（⽀那内学院［1933］、沈剣英［2008］）。 

今回紹介する九州国⽴博物館藏・⽂軌『因明⼊正理論疏』巻⼀写本は、こういった⽂献学的研究に資す
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るものと思われる。 

写本調査の経緯 
2019 年 3 ⽉ 24 ⽇、科研費・基盤 B「インド論理学と東アジアの因明を架橋する『因明正理⾨論』の再

検討」（課題番号 18H00609、研究代表者：⼩野基）の研究会（於東京学芸⼤学）において、⼩野基が以下の「平成

22 年度購⼊⽂化財⼀覧 【九州国⽴博物館】(計 20件)」1の存在を指摘した。 

 
それを承けて、2019 年 6⽉ 6 ⽇、九州国⽴博物館にて師・吉⽥慈順が調査・撮影を⾏なった。調査に

ご協⼒いただいた関係各位に感謝申し上げる。 

書誌情報 
基本的な書誌情報・概要については、上記「平成 22 年度購⼊⽂化財⼀覧 【九州国⽴博物館】(計 20

件)」を参照。 

現在内側となっている「紙本墨書興福寺関係⽂書」については、堀池春峰の調査、翻刻がある（堀池［1972］）。

「紙本墨書興福寺関係⽂書」は学界で知られており（酒井［2011］※未⾒）、何度か展覧会に出されていると

のことである。この資料には、旧所蔵者のメモや箱書き、堀池春峰の釈⽂や旧所蔵者に対する⼿紙などが

同封されており、そこから本資料が元々「京都市藤岡薫⽒蔵」であったことがわかる（堀池［1972］が再録

された『南都仏教史の研究 遺芳篇』では、この釈⽂にもとづいて訂正が⾏われている）。 

現在、紙背（巻⼦本の外側）となっている⽂軌『因明⼊正理論疏』巻⼀であるが、「紙本墨書興福寺関係

⽂書」の下端が切断されていることから考えても、反故となった⽂書の再利⽤であることはまちがいな

い。堀池春峰によれば、「所謂反故として打捨てられる料紙の裏⾯を再活⽤している」例が「特に鎌倉時

代のものに紙背⽂書が多い」という。そのなかには、紙背⽂書の著者である「先⼈を追慕し、後世菩提を

祈る宗教的感情」が⾒られるものもあるというから（堀池［1972］）、「紙本墨書興福寺関係⽂書」と⽂軌疏

を、独⽴した別個の資料と⾒ないほうがよいかもしれない。 

 
1 https://www.nich.go.jp/wp/wp-content/uploads/2015/11/konyu2010_kyushu-1.pdf 

ᆅ⊹ⲡ⣬ࠕࡀస㢼ࠋ࠸࡚࠼⪄ࡢࡓࡋ♧ወ 㸦ࠖᅜᐆࠊᮾி

ᅜ❧༤≀㤋㸧ࠕ㣹㨣ⲡ⣬ 㸦ࠖᅜᐆࠊி㒔ᅜ❧༤≀㤋㸧ࠊ࡞�� ୡ⣖ᮎᚋⓑ

Ἑἲⓚࡢୗ࡛ά㌍ࡓࡋ⤮ᖌ࣭ᖖ┙ග㛗㏆ఝࠊࡇࡍᮏᅗࡢࡑ࿘㎶࡛

ไసྍࡓࡉ⬟ᛶࡀ㧗ࠋ࠸ᙜึࡣி㒔ᅜ❧༤≀㤋ᡤⶶࠕࡢⲡ⣬ �ࠖ� 㠃㸦ᅜᐆ㸧

ࡢᚋ⌧ᅾࡢࡑࠊࡀࡓ࠸࡚ࡋఏ᮶㛵ᡞᐙࡢᒇྂྡ࡚ࡋᕳᏊࡢᕳ୍ඹ࡞

ᖜᨵኚࠋࡓࡉ

᮶ۑ Ṕ 㤋㧗㛛ࠊ㛵ᡞᐙᪧⶶࠋ

㉎ධ㔠㢠ۑ �����������  㸦ᖹᡂ㸰㸰ᖺᗘ➨㸰ᅇ㚷ᰝ㆟㸧

� ✀ۑ ู 㸺⤮⏬㸼

ྡۑ ⛠ ⤱ᮏⴭⰍᾖᵎᅗ

㸦ࡎࡣࡡࡘࡪࡃࡋࡃࡕࡅ㸧

ۑ ௦ 㙊௦࣭�� ୡ⣖

ရۑ ㉁ ⤱ᮏⴭⰍࠋᖜࠋ⏬⤱ᅄ୍⯒ࠋ㍈㤳㚪㸦�ࣨᡤ㸧ࡣ㖡〇

㘡㔠ࠋ

ဨۑ ᩘ �ᖜ

ᑍۑ ἲ ➼ ⦪ ���㸬� ᶓ ���㸬� FP

సရᴫせۑ ⦪㛗ࡢ⏬㠃ྑᡭᯖ࡚ࡋᶓࡓ㔘㏑ከᩘࡢ⸃ࡀ≀ື

ᅖࠊ࠺࠸㙊௦௨㝆ࡢᾖᵎᅗࡢᆺⓗ࡞ᅗᵝࡢࡑࠋࡘ

୍᪉࡛ࠊ㔘㏑┠ࡀ㛤ࡅⅬࠊ㔘㏑ࡢ㊊ୗᑽൔᥥࡃⅬࠊ㯮࠸

ࡍ┠╔⌧⾲ࠋ࠼ᅗᵝ࡞ᚩⓗ≉࡞Ⅼࡃᥥࣝࢨࢼࢸ

ቚ࠶ࡢㅊㄪࠊࡀ࡞ࡋࡇᣐᥥἲࡢ⏬࡞ఏ⤫ⓗࠊ

࡛ᕦ㞼ᑠ้࡞⥺ᩥ⾰ࡍ⾜⺬Ᏽ⏬⏤᮶ࡓ࠼

ᐮⰍ⣔ࠊⅬࡍ⏝ከ㔠Ἶࠋ࠸῝⯆Ⅼࡉᩓぢࡀ⌧⾲ࡍ

㙊௦ᚋ༙ࠊ࡞Ⅼ࠶ᨭ㓄ⓗ࡛ࡀᙬⰍࡢ �� ୡ⣖ࡢไస

⿵ࠊࡢࡢ㒊୍ࡀ⤱⿵ࡢᑠḞᦆ㒊ⴠࠋࡉ࡞

ࠋ࠸࡚ࡗಖᐜࡢᙜึ࡚ࡋయࡃ࡞ᑡࡣ➹

㉎ධ㔠㢠ۑ �����������  㸦ᖹᡂ㸰㸰ᖺᗘ➨㸱ᅇ㚷ᰝ㆟㸧

� ✀ۑ ู 㸺᭩㊧㸼

ྡۑ ⛠ ⣬ᮏቚ᭩⯆⚟ᑎ㛵ಀᩥ᭩

㸦ࡌ࠸ࡅࡌࡃࡩ࠺ࡇࡋࡃࡋ㸧

ۑ ௦ 㙊௦࣭ᩥ �ᖺ㸦����㸧㡭�ᘓஂ � ᖺ㸦����㸧

ရۑ ㉁ ⣬ᮏቚ᭩ࠋᕳᏊࠋ

ဨۑ ᩘ �ᕳ

ᑍۑ ἲ ➼ ����FP㸦㍈ྵ㸧ࠊᶓ ������FPࠊ⾲⣬ ⦪ ����FP ᶓ ����FP

సရᴫせۑ ⯆⚟ᑎูᙜぬ᠇㸦����㹼����㸧ࡓࡗྲྀࡅཷࡀ㝔ᐉ࣭ඵ᮲㝔

௧᪨࣭ᦤ㛵ᐙ㛗⪅ᚚᩍ᭩➼ᩥྂࡢ᭩ �� ㏻ࡢࡑࠊࡂ⥅㈞

⣬⫼ぬ᠇ࡢᘵᏊ࣭ಙ᠇㸦����㹼����㸧ࡀᘓஂ � ᖺ㸦����㸧

୍➨㌶ࠗᅉධṇ⌮ㄽ࠘ᕳᩥ ⤒ࠊࡣᮏ᮶ࠋࡢࡓࡏࡉ᭩㝯ᫀ

࠸ᕳ࡚ࡋෆഃ᭩ᩥྂࡣ࡛≦⌧ࠊࡀᛮࡢࡓ࠸࡚࠸ᕳ࡚ࡋෆഃ

ࡣᮏᩥᩱ⣬ᩘࠋ࠸࡚ �� ⣬ࠋ� ⣬㛗ࡣ ����㹼���� ⛬ᗘࠋ➨ � ⣬࡛ࡢィ ࡛ࠊࡣ

⤒ࡣ � ⾜ �� Ꮠ �� Ꮠワࠊ�⣬ �� 㧗⏺ࠊ⾜ ᖜ⏺ࠊ���� ୖࠊ���� ḍ ���ࠊ

ୗḍ ⾲ࠋ࠸࡚ࡉษ᩿➃ୗ࡞ࡣ᭩ᩥྂࠊࡓࡏྜࡉ㛗ࡢ⦪ࠋ���

⣬㍈ࡣᚋ⿵ࠋ㍈᥋⥆ࡍ⣬ࡀ᪂⿵ࠋ࠸࡚ࡉᦆ◚ᦆࠊࡀ࠶ࡣ⿵ಟ

ࠋࡋ࡞ⴠ⬺ᩥ⤒ࠋⰋዲࡣಖᏑ≧ែయࠋ࠸࡚ࡉ

㉎ධ㔠㢠ۑ ����������  㸦ᖹᡂ㸰㸰ᖺᗘ➨㸯ᅇ㚷ᰝ㆟㸧

� ✀ۑ ู 㸺᭩㊧㸼

ྡۑ ⛠ ⣬ᮏቚ᭩ఀ㐩ᨻ᐀⮬➹᭩≧

㸦࠺ࡌࡋࡘࡦࡌࡡࡉ࡚ࡔࡋࡃࡋ㸧

సۑ ⪅ ➼ ఀ㐩ᨻ᐀

ۑ ௦ Ụᡞ௦࣭�� ୡ⣖

ရۑ ㉁ ⣬ᮏቚ᭩

ဨۑ ᩘ �ᖜ

ᑍۑ ἲ ➼ 㸦ᮏ⣬㸧⦪ ���� ᶓ ���� FP

సရᴫせۑ ᖜࠋ



 3 

続蔵本と⼤きく異なる例〜猶豫不定 
九州国⽴博物館写本が、現⾏の本⽂を修正し得る例として、猶豫不成の箇所について⾒てみたい。不成

因とは、因の三相の第⼀・遍是宗法性を満たさない因（理由）を⽤いる過失であり、『因明⼊正理論』では

四種類あげられている。その中の猶豫不成とは、⽴論者・対論者の双⽅もしくは⽚⽅にとって明⽩でない

理由を⽤いたため、遍是宗法性が成⽴しない、という過失である。 

凡例：⾚…他の本に存在しない部分、緑…⽂字の違い、⻩…異体字など、表現上の違い 

続蔵本（X53, 848, 692c21-693a23） 九博本 

於霧等性起疑惑時為成⼤種和合⽕有⽽有所說 

猶預不成。 

述⽈此第三猶預不成有三初四句舉宗次⼀句 

辨體後⼀句結成此有⼆種⼀兩俱猶預⼆隨⼀ 

猶預兩俱猶預有⼆⼀全分如⽴宗云未種解脫 

分凡夫有情必定作佛因云有⼤乘種姓故同喩云 

如種菩薩解脫分有情⽴之與敵並全不知有之 

與無遍宗皆疑故是全分猶預不成⼆⼀分如⽴ 

宗云已種菩薩解脫分及未種有情必定作佛⽴ 

因云有⼤乘種姓故同喩云如地上菩薩此因於 

已種菩薩解脫分有情⽴之與敵⿑許定有於未 

種有情並皆猶豫疑不遍宗故是⼀分猶豫不成 

隨⼀亦⼆⼀全分如⽴者知未種菩薩解脫分有 

情具種姓相敵者不知便⽴宗云此之有情必定 

作佛⽴因云有種姓故同喩如前此因⽴者決定 

知有敵者猶豫或即反此⽴者不知敵者知有此 

皆遍宗有疑故是全分猶豫不成⼆⼀分即以全分 

所⽴更取已種菩薩解脫分合之為宗因喩同前 

此疑不遍宗故是⼀分猶豫不成今此⽂中但明 

兩俱全分猶豫略不論餘霧等性者等取塵等⼤ 

種和合者河⽔為⽔⼤河岸為地⼤於中有⾵為 

⾵⼤⼜⼭等中若有河無河之處有性四⼤故云 

⼤種和合也有⼈遠矚⼭澤等中霧等似烟意欲 

成⽴彼處有⽕遂⽴宗云彼處有⽕⽴因云以現 

相故同喩云如厨等處⽴之與敵並不審知彼處 

有烟⽽⾔以現烟故此遍宗皆疑故是兩俱全分 

猶豫。 

P. 5 

      論云於霧等性起疑惑時為成⼤種和合⽕ 

有⽽有所說猶預不成述⽈此第三猶預不成有三初四句 

舉宗次⼀句弁躰後⼀句結成此有⼆種⼀兩俱猶預⼆隨 

⼀猶預兩俱猶預有⼆⼀全分如⽴宗云未種解脫分凡夫 

有情必定作佛因云有⼤乘種姓故同喩云如種菩薩解 

脫分有情此有⼤乘種姓故因於未種解脫分有情⽴之 

与敵並全不知有之與無邊
遍
宗皆疑故是全分猶預不成 

⼆⼀分如⽴宗云已種菩薩解脫分及未種有情必定作佛 

⽴因云有⼤乘種姓故同喩云如地上菩薩此因於已種 

P. 4 

菩薩解脫分有情⽴之与敵済許定有於未種有情並皆猶 

豫疑不遍宗故是⼀分猶豫不成隨⼀亦⼆⼀全分如⽴者知未 

種菩薩解脫分有情具種姓相敵者不知便⽴宗云此之 

有情必定作佛⽴因云有種姓故同喩如前此因⽴者決定知 

有敵者猶豫或即反此⽴者不知敵者知有此皆遍宗有 

疑故是全分猶豫不成⼆⼀分即以全分所⽴更取已種菩薩 

解脫分合之為宗因喩同前此疑不遍宗故是⼀分猶豫不成 

今此⽂中但明兩俱全分猶豫略不論餘霧等性者等取塵 

等⼤種和合者河⽔為⽔⼤河岸為地⼤於中有⾵為⾵ 

⼤⼜⼭等中若有河⽆河之處有性四⼤故云⼤種和合也 

有⼈遠矚⼭澤等中霧等似烟意欲成⽴彼處有⽕ 

遂⽴宗云彼處有⽕⽴因云以現相故同喩云如厨等處 

⽴之与敵並不審知彼處有烟⽽⾔以現烟故此遍宗皆 

疑故是兩俱全分猶豫 
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以下に句読点等を補った原⽂と、現代語訳（部分）を載せる。九博本によって補った部分は   で⽰

している。 

『論』云「於霧等性起疑惑時、為成⼤種和合⽕有、⽽有所說、猶預不成」。 

述⽈、此第三猶豫不成、有三。初四句舉宗、次⼀句辨體、後⼀結句成。此有⼆種。⼀兩俱猶預、⼆

隨⼀猶豫。 

兩俱猶豫有⼆。⼀全分。如⽴宗云“未種解脫分凡夫有情必定作佛”、因云“有⼤乘種姓故”、同喩云“如

種菩薩解脫分有情”。此“有⼤乘種姓故”因、於“未種解脫分有情”、⽴之與敵並全不知有之與無、遍宗

皆疑、故是全分猶豫不成。⼆⼀分。如⽴宗云“已種菩薩解脫分及未種有情必定作佛”、⽴因云“有⼤乘

種姓故”、同喩云“如地上菩薩”。此因、於“已種菩薩解脫分有情”、⽴之與敵⿑許定有、於“未種有情”

並皆猶豫、疑不遍宗、故是⼀分猶豫不成。 

隨⼀亦⼆。⼀全分。如⽴者知未種菩薩解脫分有情具種姓相、敵者不知、便⽴宗云“此之有情必定作佛”、

⽴因云“有種姓故”、同喩如前。此因⽴者決定知有、敵者猶豫、或即反此、⽴者不知、敵者知有、此皆

遍宗有疑、故是全分猶豫不成。⼆⼀分。即以全分所⽴更取“已種菩薩解脫分”合之為宗、因喩同前。此

疑不遍宗、故是⼀分猶豫不成。 

今此⽂中但明兩俱全分猶豫、略不論餘。“霧等性”者、“等”取塵等。“⼤種和合”者、河⽔為⽔⼤、河岸

為地⼤、於中有⾵為⾵⼤。⼜⼭等中若有河、無河之處有性四⼤、故云“⼤種和合”也。有⼈遠矚⼭澤等

中霧等似煙、意欲成⽴彼處有⽕、遂⽴宗云 “彼處有⽕”、⽴因云“以現煙故”、同喩云“如廚等處”。⽴

之與敵並不審知彼處有煙、⽽⾔“以現煙故”、此遍宗皆疑、故是兩俱全分猶豫。 

【現代語訳】『因明⼊正理論』に「〔煙のようなものが⾒えたが、それが〕霧などであることについて疑惑

が起きている時、諸元素（⼤種）が和合してできた⽕があるということを成⽴させようとして〔“煙が

あるから”という理由を〕述べたら、疑惑による不成⽴（猶豫不成）である」と⾔う。 

注釈する。これは第三の猶豫不成である。（……中略……）これには⼆種ある。⼀つ⽬は〔⽴論者・対論

者の〕両⽅が疑惑〔持っている場合〕（兩俱猶預）、⼆つ⽬は〔⽴論者・対論者の〕⼀⽅のみが疑惑〔持ってい

る場合〕（隨⼀猶豫）である。 

兩俱猶豫には⼆種類ある。 

⼀つ⽬は全体的（全分）。たとえば、“解脱の原因（解脱分）をまだ植えていない凡夫の有情は、必ずブ

ッダになる”という主張を⽴て、理由（因）として“⼤乗の種姓があるから”と述べ、同類例（同喩）と

して“菩薩としての解脱の原因（菩薩解脱分）の有情と同様に”と⾔ったとする。この“⼤乗の種姓があ

るから（有⼤乘種姓故）”という理由が、“解脱の原因をまだ植えていない有情（未種解脫分有情）”〔とい

う主張の主語〕に存在するのかしないのか、⽴論者と対論者はどちらもまったくわからず、〔この理由

が〕主張に遍満することについて皆が疑う。したがって、〔このような場合が〕全分の〔兩俱〕猶豫不成

である。 

⼆つ⽬は部分的（⼀分）。たとえば、“解脱の原因（解脱分）をすでに植えた有情、およびまだ植えてい

ない有情は、必ずブッダになる”という主張を⽴て、理由として“⼤乗の種姓があるから”と述べ、同



 5 

類例（同喩）として“初地以上の菩薩と同様に”と⾔ったとする。この理由が、“解脱の原因をすでに植

えた有情（已種菩薩解脱分有情）”〔という主張の主語の⼀部〕に確実に存在することは、⽴論者と対論者

はどちらも承認している。〔しかし〕“まだ植えていない有情（未種有情）”〔という主張の主語の⼀部〕に

ついては、〔⽴論者と対論者は〕ともにためらい（猶豫）があり、〔この理由が主張に〕遍満していないと疑

っている。したがって〔このような場合が〕⼀分の〔兩俱〕猶豫不成である。 

隨⼀もまた⼆種類ある。⼀つ⽬は全体的（全分）。……⼆つ⽬は部分的（⼀分）……（例⽂が同じなので中

略） 

今、この〔『因明⼊正理論』の〕⽂中では、ただ兩俱全分猶豫のみを明らかにしており、それ以外は論

じていない。「霧などであること」とは、「など」が塵などを含んでいる。「諸元素（⼤種）が和合し

て」とは、川の⽔は⽔⼤であり、川岸は地⼤であり、そこに⾵があれば⾵⼤である。⼭などのなか

に川がある〔場所でも〕ない場所でも、本性として四つの元素（四⼤）が存在するから、「諸元素（⼤種）

が和合して」と⾔うのである2。ある⼈が、遠くから⼭の沢など〔に発⽣した〕霧などの煙に似たもの

⾒て、そこには⽕があると論証したいと思い、ついには主張を⽴てて“あの場所には⽕がある”と⾔

い、理由を⽴てて“煙が現れたから”と⾔い、同類例では“調理場などのように”と⾔ったとする。⽴論

者と対論者はどちらもあの場所に煙があるかについてははっきりと知らないのに、“煙が現れたから”

と⾔ってしまった。この〔理由〕が主張〔の主語である「あの場所」〕にあるかどうかは皆が疑っている。

したがって兩俱全分猶豫なのである。 

⽂軌は、猶豫不成に様々な種類があることを説明するために、『因明⼊正理論』にはない、次のような

論証式を使う。 

• 主張（宗）：解脱の原因（解脱分）をまだ植えていない凡夫の有情は、必ずブッダになる。 

• 理由（因）：⼤乗の種姓があるから。 

• 同類例（同喩）：菩薩の順解脱分の有情と同様に。 

『成唯識論』によれば、⼤乗種姓には①本性住種姓と②習所成種姓があり、この⼆つの種姓が揃わない

と唯識性に悟⼊し、ブッダになることはできない3。基『成唯識論述記』によれば、菩薩種姓を有する不

定性は、⼤乗の順解脱分（資糧位）において、法界等流の無漏の法を聞くなどの善を種
う

えることによって、
②を具することとなり、ブッダになることが確定する4。逆に⾔えば、「解脱の原因（解脱分）をまだ植えて

 
2 『因明⼊正理論』の梵⽂では、「⼤種和合」は⼭にある霧などの疑いがあるものを指しているが、基『因明⼤疏』では「⼤
種和合」によって⽕ができる、と解釈する。中村元は「⽞奘の訳は不注意にもとづく誤訳か、或いは写本が乱れて
bhūtasaṃghātāgnisiddhāv となっていたか、いづれかである。従って以下の議論はかなり原意から離れたものになっている」
（中村［1958: 158］）と述べ、基の解釈が⽞奘訳に基づくものとする。しかし、ここでの⽂軌の議論は、霧などを発⽣させ
る⼭にある沢を構成しているものとして四⼤種を理解しており、⽕と四⼤種とを結びつけていない。智周は『因明⼊正理
論疏抄』で⽂軌疏のこの部分を引⽤し、⽂軌の解釈を批判し基の解釈を擁護しているので（X53, 855, 890c7‒9）、⽂軌と基
の解釈の違いは当時から意識されていたと思われる。仮に、⽂軌の解釈が⽞奘の指導によるものであれば、中村の説は再
検討の必要がある。	
3 「何謂⼤乘⼆種種姓。⼀本性住種姓、謂無始來依附本識法爾所得無漏法因。⼆習所成種姓、謂聞法界等流法已聞所成等熏
習所成。要具⼤乘此⼆種姓、⽅能漸次悟⼊唯識。」（T1585, 31, 48b6‒11） 
4 「此⾮唯⼀乘姓、三乘種姓不定姓者亦是此⼈、具⼤乘者⽅能⼊故。但⾔⼤乘、簡彼定性及無種姓。此是未種解脱分善、名
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いない凡夫の有情」は、②の⼤乗種姓があるかどうかは確定していない。⽂軌も恐らくこういった理論を

念頭に置いて、「この“⼤乗の種姓があるから（有⼤乘種姓故）”という理由が、“解脱の原因をまだ植えてい

ない有情（未種解脱分有情）”〔という主張の主語〕に存在するのかしないのか、⽴論者と対論者はどちらもま

ったくわから」ない状態であるので、猶豫不成となってしまう、と述べているのである。 

九博本によって補われた部分がなければ、猶豫不成の説明にならないので、続蔵本には脱落があると

考えるべきであろう。この箇所と波線部が対になっていることからも、この部分は脱落であると考えら

れる。九博本の重要性が認識されるであろう。 

⼀⽅で、続蔵本の⽅が本⽂としてすぐれている部分もあり、今後校訂が必要である。 

［参考］続蔵本との⽐較（冒頭部分のみ） 

九博本の翻刻にある空⾏は、続蔵本と対⽐しやすくするために空けたものであって、実際の写本には

存在しない。 

続蔵本 九博本 

X53n0848_p0680b 

因明⼊正理論序疏卷第⼀ 

    ⼤莊嚴寺沙⾨ ⽂軌 撰 

 因明者五明之⼀明也竊尋五明論名傳之尚矣 

 然聲明辨以詞韻⽅異不可⽽翻醫⽅⼯巧⼆明 

 俗事⼈多不譯今古所翻經論多是內明所收於 

 中如實論等並即因明所攝⽽或者管窺乃⾔舊 

 無新有或尋之不曉便云外道論⾨此猶捧⼟以 

 塞孟津⽽不知其量且內明之⽤也為信者⽽施 

 之因明之⽤也為謗者⽽製之夫⾄理沖邈⾮淺 

 識所知故於奧義之中諸⾒競起或謗空⽽撥有 

 或躭斷⽽翫常或計法⾃⽣或執相由起或⾔我 

 作業或⾔⿱⽳倶是因或⾔過未無或⾔三世有遂使 

 道分九⼗六種部折⼆⼗不同並謂握隋候之珠 

 冠輪5王之寶然法⾨不⼆豈有殊歸⼀理若真諸 

 宗便偽故欲觀形好醜則鑑以淨鏡清池定理正 

 邪必照以因明現⽐故雜⼼論云因明論⽅便是 

 即為法辨所以⼤聖散說因明⾨⼈纂成別部或 

 以如實存號或以正理標名故世親習舊五⽀鞭 

X53n0848_p0680c 

P. 34 

因明⼊正理論序      ⼤荘厳寺沙⾨⽂軌撰 

因明者五明之⼀明也竊尋五明論名傳之尚矣然聲明 

辨以詞韻⽅異不可⽽翻醫⽅⼯巧⼆明俗事⼈多不譯 

今古所翻經論多是内明所收於中如實論等並即因明所攝 

⽽或者管窺乃⾔舊無新有或尋之不曉便云外道論 

⾨此猶捧⼟以塞孟津⽽不知其量且内明之⽤也爲信者 

⽽施之因明之⽤也爲謗者⽽製之夫⾄理沖邈⾮淺識所 

知故於奧義之中諸⾒競起或謗空⽽撥有或躭斷⽽翫常 

或計法⾃⽣或執相由起或⾔我作業或⾔⿱⽳倶是因或⾔過未 

無或⾔三世有遂使道分九⼗六種部析廿不同並謂握隋侯之 

珠冠輪王之寶然法⾨不⼆豈有殊歸⼀理若真諸宗便僞故 

欲觀形好醜則鑒以浄鏡清池定理正耶必照以因明現⽐故雜 

⼼論云因明論⽅便是即爲法辨所以⼤聖散說因明⾨⼈纂成 

別部或以如實存号或以正理標名故世親習舊五⽀鞭 

⾻彰德陳那創勒三分吼⽯表能其於⼤業追蹤遺芳難 

紀有商羯羅主菩薩者⽣知⾄理善鑒物機爰撮廣 

⽂製茲略論欲使始學之徒識⽅隅之反昇堂之衆有知 

⼗之由惟今三藏法師器逾瑚璉道邁⾈航既嗟群闇爲 

⼼遂以五明成念乃問道⻄域留意茲⽂旋踵東花頗即翻 

 
本種姓、未聞無漏法令無漏種増。種解脱分善根以去、名習種姓、聞無漏教爲縁令無漏種増故。」（T1830, 43, 556a27‒b3） 
5 沈［2008］は「“輪王”，《續藏》本作“舊王”，此從內院本改。」と⾔うが、続蔵本も「輪王」。 
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 ⾻彰德陳那創勒三令吼⽯表能其於⼤業追蹤 

 遺芳難紀有商羯羅主菩薩者⽣知⾄理善鑒物 

 機爰撮廣⽂製茲略論欲使始學之徒識⽅隅之 

 反昇堂之眾有知⼗之由惟今三藏法師器逾瑚 

 璉道邁⾈航既嗟群闇為⼼遂以五明成念乃問 

 道⻄域留意茲⽂旋踵東華頗即翻譯(軌)以不敏 

 之⽂瞢道膚淺幸同⼊室時聞指掌每記之以汙 

 簡書之⼤帶所恨今之學者⽴義⾮宗難無定例 

 不崇因明之⼤典翻慕委巷之庸談乃謂⼋並⼋ 

 轉為機樞四⾨中⾮6 

譯軌以不敏之⽂慕道膚淺幸同⼊室時聞指掌毎記之汗 

簡書之⼤帶所恨今之學者⽴義⾮宗難⽆定例不崇因 

明之⼤典翻慕委巷之庸談乃謂⼋並⼋轉爲機樞四⾨四⾮ 

         為⾼論或學初章中假之法 

 或依⿓遊虵勢之⽂此並詞理渾殽無分勝負問 

 答峰起孰定是⾮但以語後者優不以理前者為 

 正學徒不悟習以⽣常豈若因明總攝諸論可以 

 權衡⽴破可以楷定正邪可以褒貶是⾮可以鑒 

 照現⽐譬之⽇⽉既明爝⽕⾃滅霖⾬已降溉灌 

 無施。 所⾔因明⼊正理論者因以利果為義未⽣ 

 之智令⽣明以鑒照為功未顯之義令顯顯者⽂ 

 稱正理⽣者題標為⼊此即⼊與正理俱是果名 

 若因若明並為因稱⽣果親賴多⾔因名即兼收 

 義智顯果正由鑒達明名亦傍及義⾔果既體⾮ 

 多⾔⼊理唯收智義論者評也即評以⼋⾨論以 

 兩悟以⾔盡理故稱為論故云因明⼊正理論。 

商羯羅主菩薩造者。 

 ⼤⾃在天化⾝接物形如⾻鏁號此則以商羯羅 

 時⼈慕之圖形敬事論主誕應因祈此天遂主此 

 天以為厥號此即以商羯羅為主名商羯羅主也。 

 能⽴與能破  及似唯悟他  現量與⽐量 

 及似唯⾃悟 

 述⽈⽂有三分⼀總標綱要分⼆依標別解分三 

X53n0848_p0681a 

 結略⽰廣分如其次第即初頌次⻑⾏後頌也此 

P. 33 

爲⾼論或學初章中假之法或依⿓遊蛇勢之⽂此並詞理 

渾殽無分勝負問答峯起熟定是⾮但以語後者優不 

以理前者爲正學徒不悟習以⽣常豈若因明惣攝諸論可 

以權衡⽴破可以楷定正耶可以褒貶是⾮可以鑒照現⽐譬之 

⽇⽉既明爝⽕⾃滅霖⾬已降溉灌無施所⾔因明⼈正理論 

者因以利果爲義未⽣之智令⽣明以鑒照爲功未顯之義 

令顯々者⽂稱正理⽣者題標爲⼊此即⼊与正理俱是果 

名若因若明並爲因稱⽣果親賴多⾔因名即兼收義智顯果 

正由鑒達明名亦傍及義⾔果既躰⾮多⾔⼊正8理唯收智義 

論者評也即評以⼋⾨論以兩悟以⾔盡理故稱爲論故云因明 

⼊正理論商羯羅主菩薩造者⼤⾃在天化⾝接物形如⾻ 

鏁号此則以商羯羅時⼈慕之圖形敬事論主誕應因祈此 

天遂主此天以爲⿸⼴報号此即以商羯羅爲主名商羯羅主也 

 

 

 

論云能⽴与能破及似唯悟他現量与⽐量及似唯⾃悟述⽈⽂有三 

分⼀惣標綱要分⼆依標別解分三結略⽰廣分如其次第 

即初頌次⻑⾏後頌也此即初分於中義開⼋⾨9合爲兩悟合 

前四⾨爲悟他合後四⾨爲⾃悟前四⾨者⼀能⽴【善申⽐量獨

現／已宗耶敵屏⾔故 

 
6 沈［2008］：「“四⾮”，《續藏》本誤作“中⾮”，今從內院本改。」 
8 沈［2008］：「“⼊正理”，《續藏》本作“⼊理”，脱“正”字，茲據內院本補。」 
9 沈［2008］：「“⼋⾨”，《續藏》本脫“⾨”字，茲從內院本補。」 
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 即初分於中義開⼋合為兩悟合前四⾨為悟他 

 合後四⾨為⾃悟前四⾨者⼀能⽴(善申⽐量獨現⼰宗邪歒 

 屏⾔故⽈能⽴)⼆似⽴(謬像三⽀妄陳偽執危猶累卵故名

似⽴)三能破(妙斥宗⾮ 

 或彈因喩威同逐北故名能破)四似破(螳蜋之斧欲抗降7⾞

偽難同之故名似破)及似 

 ⼆字該上⽴破故有四⾨夫⽴破之興在於⾔論 

 ⾔論既起邪正可分分在於⾔理⾮⾃悟⾔申⽴ 

 破明是為他雖復正似不同發⾔皆為濟物故此 

 四義合為悟他。 後四⾨者五現量(證法⾃相不帶名⾔如

鏡鑒形 

 故名現量)六似現量(⽬觀⽞⿈謂⾒瓶等猶觀旋⽕名似現

量)七⽐量(託驅於顯 

 幽旨可包類契真宗故名⽐量)⼋似⽐量(圖形於影未盡麗

容擬⽽失真名似⽐量)及 

 似⼆字該上現⽐亦有四⾨夫 

⽈能／⽴】⼆似⽴【謬像三⽀妄陳僞執／危猶累卵故名似⽴】

三能破【妙斥宗10⾮或彈因喩滅／同逐北故名能破之】四似破

【螳螂之斧／欲抗降⾞ 

僞難同之／故名似破】及似⼆字該上⽴破故有四⾨夫⽴破之

興在於⾔論 

⾔論既起耶正可分々在於⾔理⾮⾃悟⾔申⽴破明是爲他雖 

復正似不同發⾔皆爲濟物故此四義合爲悟他後四⾨者五 

現量【證法⾃相不帶名⾔／如鏡鑒形故名現量】六似現量【⽬

觀⽞⿈謂⾒瓶等／猶觀旋⽕名似現量】七⽐量【託驅／於顯 

幽旨可包類契／真宗故名⽐量】⼋似⽐量【圖形於影未盡麗

／容擬⽽失真名似⽐量】及似⼆字該上現⽐亦有四⾨夫 

             現⽐之興在於 

 ⼼識⼼識既起邪正可分分在於⼼理⾮他悟⼼ 

 遊現在11⾜明⾃益雖復正似有殊內鑒皆為曉⼰ 

 故此四義合為⾃悟問⾃疾先救⽅可濟⼈何故 

 此中前陳他悟答餘經據⾏⽣起次第必先⾃後 

 他此論宗明⽴破故先他後⾃有⼈釋此難⾔菩 

 薩為懷先⼈後⼰故此論內前述悟他者不然豈 

 可為他說無常已後⽅⽐知無常義耶故前解為 
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 正。 

如是總攝諸論要義。 

 述⽈此下第⼆分也三⼀顯標勝⽤⼆此中下依 

 標正解三且⽌下抑解顯略此即初也古製因明 

P. 32 

現⽐之興在於⼼々識々既起耶正可分々在於⼼理⾮他悟⼼ 

遊現⽐⾜明⾃益雖復正似有殊内鑒皆爲曉⼰故此四義合 

爲⾃悟問⾃疾先救⽅可濟⼈何故此中前陳他悟答餘經 

據⾏⽣起次第必先⾃後他此論宗明⽴破故先他後⾃有⼈ 

釋此難⾔菩薩爲懷先⼈後已故此論内前述悟他者不然 

豈可爲他說無常已後⽅⽐知⽆常義耶故前解爲正 

 

 

 

論云如是惣攝諸論要義述⽈此下第⼆分也有三12⼀顯標勝⽤⼆ 

此中下依標正解三且⽌下抑解顯略此即初也古製因明 

⽂義煩雜纂成此頌括要已周顯此勝能故云如是惣等 

 
7 沈［2008］：「“⿓⾞”，《續藏》本作“降⾞”，然注云：“疑ʻ⿓ʼ。”今從之。」 

10 ミセケチによる修正。  
11 続蔵頭注に「在⼀作⽐」とある。沈［2008］は⽀那内学院本に基づき「⽐」と改める。 
12 沈［2008］：「“有三”，《續藏》本作“三”，內院本改作“有三”，今從之。」 



 9 

 ⽂義煩雜纂成此頌括要已周顯此勝能故云如 

 是總等此則指前⼀頌⼋義兩悟總攝集量理⾨ 

 等論諸要義也。 

此中宗等多⾔名為能⽴。 

 述⽈此下第⼆依標解有⼋⼀能⽴⼆似⽴三現 

 量四⽐量五似現量六似⽐量七能破⼋似破此 

 先解能⽴有三⼀辨名⼆解體三結定辨名有⼆ 

 ⼀先約體定⼆就⽤釋成此即先約體定也。 ⾔此 

 中者有兩義⼀將有所述汎詞⽈此中⼆取此⾮ 

 彼簡取⽈此中即⼋義中簡取能⽴也。 宗等多⾔ 

 名為能⽴者陳那已前諸師皆云宗為⼀⾔因為 

 ⼆⾔喩為三⾔如多名⾝⾔即是名故云多⾔此 

 之多⾔總名能⽴故對法云所⽴有⼆⼀⾃性謂 

 ⾊等⼆差別謂可⾒等能⽴有⼋⼀宗⼆因三喩 

 四合五結六現量七⽐量⼋⾄教量陳那云宗⾔ 

 是所⽴因等是能⽴舉其能等意取所等所等之 

 中因⼀喩⼆即是多⾔如此多⾔名為能⽴能⽴ 

 ⽴其所⽴故舉所⽴等之若不舉所⽴不知誰之 

 能⽴也陳那意以古師云宗因喩三俱是能⽴不 

 能乖古故舉其宗⾔雖同古意恒異也。 問宗為能 
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 ⽴諸論備詳今⽈所成豈⾮乖古答據義有別 

此則指前⼀頌⼋義兩悟惣攝集量理⾨等論諸要義也 

 

 

論云此中宗等多⾔名爲能⽴述⽈此下第⼆依標解有⼋ 

⼀能⽴⼆似⽴三現量四⽐量五似現量六似⽐量七能破⼋ 

似破此先解能⽴有三⼀弁名⼆解體三結定弁名有⼆⼀先約 

體定⼆就⽤釋成此即先約體定也⾔此中者有兩義⼀將有 

所述汎詞⽈此中⼆取此⾮彼簡取⽈此中即⼋義中簡取能 

⽴也宗等多⾔名爲能⽴者陳那已前諸師皆云宗爲⼀⾔ 

因爲⼆⾔喩爲三⾔如多名⾝⾔即是名故云多⾔此之多⾔惣 

名能⽴故對法云所⽴有⼆⼀⾃性謂⾊等⼆差別謂可⾒等 

能⽴有⼋⼀宗⼆因三喩四合五結六現量七⽐量⼋⾄教量陳 

那云宗⾔是所⽴因等是能⽴舉其能等意取所等々々 

之中因⼀喩⼆即是多⾔如此多⾔名爲能々⽴々⽴其所⽴故 

舉所⽴等之若不舉所⽴不知誰之能⽴也陳那意以古師云宗因 

喩三俱是能⽴不能乖古故舉其宗⾔雖同古意恒異也 

問宗爲能⽴諸論備詳今⽇所成豈⾮乖古答據義有別 

                   理 

 亦無違何者古師以諸法⾃性差別總為⼀聚為 

 所成⽴於中別隨⾃意所許取⼀⾃性及⼀差別 

 合之為宗宗既合彼總中別法合⾮別故故是能 

 ⽴今陳那意云本合別法為宗欲以因喩成⽴因 

 喩既是能⽴能⽴必⽴所宗故知宗是所成⽴也 

 此則古師以宗望其別法故是能成陳那以宗望 

 其因喩即是所⽴問對法能⽴既⼋此中何故唯 

 三答今此三分即攝對法五⽀宗因兩同喩攝彼 

 喩及合結也彼論三量攝⼊此論⾃悟⾨中故悟 

 他中不攝三量問彼量既三此何故⼆答⾄教即 

 是⽐量所収⾄⽂當釋。 

P. 31 

理亦無違何者古師以諸法⾃性差別惣爲⼀聚爲所成⽴ 

於中別隨⾃意所許取⼀⾃性及⼀差別合之爲宗々既合彼 

惣中別法合⾮別故々是能⽴今陳那意云本合別法爲宗 

欲以因喩成⽴因喩既是能々⽴々必⽴所宗故知宗是所成 

⽴也此則古師以宗望其別法故是能成陳那以宗望其因 

喩即是所⽴問對法能⽴既⼋此中何故唯三答今此三分即 

攝對法五⽀宗因兩同喩攝彼喩及合結也彼論三量攝 

⼊此論⾃悟⾨中故悟他中不攝三量問彼量既三此何故⼆ 

答⾄教即是⽐量所收⾄⽂當釋論云由宗因喩多⾔開 

⽰諸有問者未了義故述⽈此就⽤釋成也且如⽆常等義 

敵證未明謂由⽆知故不知是⽆常由疑知故爲常無常耶由 
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由宗因喩多⾔開⽰諸有問者未了義故。 

 述⽈此就⽤釋成也且如無常等義敵證未明謂 

 由無知故不知是無常由疑知故為常無常耶由 

 顛倒知故乃謂為常今⽴義者以宗等多⾔開⽰ 

 令解也。 故者釋成也謂證敵解了功由宗等故此 

 多⾔名為能⽴證敵⼀聞未解應更審問初聞縱 

 解可有問義故敵證⼈俱名問者問夫證義者謂 

 善諸宗何故於義仍⾔未了答證⼈久解⽽暫廢 

 忘為令記憶故開⽰也⼜⽴敵紛紜亂證者神慮 

 故於義理解慧不⽣故⽴義⼈重開⽰也。 

此中宗者。 

 述⽈此下第⼆解體有三⼀宗⼆因三喩今先解 
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 宗有三⼀牒章⼆懸解三指體此即牒章即三⽀ 

 中牒初宗也。 

謂極成有法極成能別。 

 述⽈此下第⼆懸解有五⼀辨依⼆明體三⽰則 

 四簡濫五結定此即初也。 ⾔有法能別者諸法有 

 ⼆⼀⾃性謂⾊聲⾹等⼆差別謂常無常等⾃性 

 有兩名⼀有法⼆所別差別有兩名⼀法⼆能別 

 常無常等有軌則義名之為法即⾊聲等能有此 

 法故名有法即此⾊等⾃性為常無常之 

顛倒知故乃謂爲常今⽴義者以宗等多⾔開⽰令解也故 

者釋成也謂證敵解了功由宗等故此多⾔名爲能⽴證敵 

⼀聞未解應更審問初聞縱解可有問義故敵證⼈俱名 

問者問夫證義者謂善諸宗何故於義仍⾔未了答證⼈ 

久解⽽暫廢忘爲令記憶故開⽰也⼜⽴敵紛紜乱證者神 

慮故於義理解恵不⽣故⽴義⼈重開⽰也論云此中宗者 

述⽈此下第⼆解體有三⼀宗⼆因三喩今先解宗有三⼀牒章⼆ 

懸解三指體此即牒章即三⽀中牒初宗也論云謂極成有 

法極成能別述⽈此下第⼆懸解有五⼀弁依⼆明躰三⽰ 

則四簡鑒五結定此即初也⾔有法能別者諸法有⼆⼀⾃性 

謂⾊聲⾹等⼆差別謂常⽆常等⾃性有兩名⼀有法⼆所別 

差別有兩名⼀法⼆能別常⽆常等有軌則義名之爲法即 

⾊聲等能有此法故名有法即此⾊等⾃性爲常⽆常之 

                 所差別 

 令殊內外故名所別常無常等既能差別⾊等⾃ 

 性故名能別其猶臘有⽅圓印⽂印⽂為能別能 

 別此臘成⽅圓故亦名為法有軌則義故臘體名 

 所別為⽅圓印⽂所差別故亦名有法能有⽅圓 

 印⽂法故此從多釋若據理⾔之不簡⾃性及差 

 別但先陳者為有法及所別後述者為法及能別 

 且如思是⾃性我與無我是差別數論⽴我為思 

 我差別為有法及所別思⾃性為法及能別故知 

 不必要以⾃性為所別有法差別為法能別也四 

 名不可並彰故各舉⼀號問何不彰所別及法乃 

 舉有法及能別答設依此舉還有⼀難⼜釋能別 

P. 30 

所差別令殊内外故名所別常⽆常等既能差別⾊等⾃性 

故名能別其猶⿰䖝嶌有⽅圓印々⽂々爲能々別々此⿰䖝嶌成⽅ 

圓故亦名爲法有軌則義故⿰䖝嶌體名所別爲⽅圓印⽂所差 

別故亦名有法能有⽅圓印⽂法故此從多釋若據理⾔之不簡 

⾃性及差別但先陳者爲有法及所別後述者爲法及能別 

且如思是⾃性我与⽆我是差別數論⽴我爲思我差別爲 

有法及所別思⾃性爲法及能別故知不必要以⾃性爲所別 

有法差別爲法能別也四名不可並彰故各舉⼀号問何不彰 

所別及法乃舉有法及能別答設依此舉還有⼀難⼜釋能別 

別於他有法能有他勝故偏彰所別爲他別法不能有他劣故 

不舉也⾔極成者主賓俱許名爲極成法及有法或⾃⾮他 
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 別於他有法能有他勝故偏彰所別為他別法不 

 能有他劣故不舉也。 ⾔極成者主賓俱許名為極 

 成法及有法或⾃⾮他各有四句。 有法四句者且 

 如⼤乘對⼩乘⽴⼀切諸聲皆不離識若以他⽅ 
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 佛聲為有法者此即⾃成他不成也若以⼩乘所 

 許釋迦菩薩實惡罵等不善性聲為有法者此即 

 他成⾃不成也若以此⽅共許之聲為有法者此 

 則⾃他俱極成也若以⽯⼥兒聲為有法者此則 

 ⾃他俱不成也前之兩句⾃他互有第四⼀句⾃ 

 他並無此之三句不能為彼能別作依唯第三句 

 極成有法是宗依也問菩薩惡聲⾃不許⽴不離 

 識⾮極成常住神我唯他有⽴⾔體無⾮有法謂 

 ⼤乘⽴⾔神我是無以⾮作故如⿔⽑等答⼀解 

 如數論者對佛弟⼦⽴我是思⾃成他不成故則 

 ⾮極成故知⼤乘對數論者⾔神我是無他成⾃ 

 不成故亦⾮極成此是他⽐量故不須有法俱極 

 成也⼆解宗法有三⼀有義法如⾔聲是無常雖 

 復遮常正 

各有四句有法四句者且如⼤乘對⼩乘⽴⼀切諸聲皆不離識 

若以他⽅佛聲爲有法者此即⾃成他不成也若以⼩乘所許釋 

迦菩薩實惡罵等不善性聲爲有法者此即他成⾃不成 

也若以此⽅共許之聲爲有法者此則⾃他俱極成也若以⽯⼥ 

兒聲爲有法者此則⾃他俱不成也前之兩句⾃他互有ゝ 

第四⼀句⾃他並無此之三句不能爲彼能別作依唯第三 

句極成有法是宗依也問菩薩惡聲⾃不許⽴不離識⾮極 

成常住神我唯他有⽴⾔躰⽆⾮有法謂⼤乘⽴⾔神我 

是⽆以⾮作故如⿔⽑等答⼀解如數論者對佛弟⼦⽴我是 

思⾃成他不成故則⾮極成故知⼤乘對數論者⾔神我是 

無他成⾃不成故亦⾮極成此是他⽐量故不須有法俱極 

成也⼆解宗法有三⼀有義法如⾔聲是⽆常雖復遮常正 

     欲詮表⽣滅法故⼆無義法如⾔我無 

 此但遮有不別詮顯無無體故三通⼆法如⾔諸 

 法皆是所知若有若無皆所知故若有義法必須 

 有體有法為依若無義法若通⼆法俱以有體無 

 體有法為依問有義⾮是無無義得依有無義⾮ 

 是有有義得依無答有義宗法本賴所依所依若 

 無有義不⽴故有義法不可依無無義宗法遮遣 

 共知所依縱有彌順宗法故無義法通依⼆也今 

 此所⽴釋迦菩薩實不善聲⾔不離識不離識法 

 既是有義此聲無故所別不成⾔⽴我無無義 

 之法得依有無故成有法。 能別四句者如⼤乘對 
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 ⼩乘⽴聲即真如此則⾃成他不成也若就勝義 

 ⽴聲實有此則他成⾃不成也以⾃約勝義不⽴ 

 實有法故若⽴聲無常此則⾃他俱極成也若就 

P. 29 

欲詮表⽣滅法故⼆⽆義法如⾔我⽆此但遮有不別詮顯 

⽆々躰故三通⼆法如⾔諸法皆是所知若有若⽆皆所知 

故若有義法必須有躰有法爲依若⽆義法若通⼆法俱 

以有躰⽆躰有法爲依問有義⾮是⽆々義得依有⽆義 

⾮是有々義得依⽆答有義宗法本頼所々依々若⽆有義 

不⽴故有義法不可依⽆々義宗法遮遣共知所依縱有 

弥順宗法故⽆義法通依⼆也今此所⽴釋迦菩薩實不善 

聲⾔不々離々識々法既是有義此聲無故所別不成若⽴ 

我⽆々義之法得依有⽆故成有法能別四句者如⼤乘對 

⼩乘⽴聲即真如此則⾃成他不成也若就勝義⽴聲實 

有此則他成⾃不成也以⾃約勝義不⽴實有法故若⽴ 

聲⽆常此則⾃他俱極成也若就勝義聲即真如此則⾃ 

他俱不成也初⼆第四不能簡別所依有法唯第三句成宗所 

依問違現量等並⾮宗依何故此中簡徧三種答⽈理應 
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 勝義聲即真如此則⾃他俱不成也初⼆第四不 

 能簡別所依有法唯第三句成宗所依問違現量 

 等並⾮宗依何故此中簡編三種答⽈理應具簡 

 然宗親攬法有法成故欲明宗先辨宗所依法順 

 現量等六是差別義⾨不攬成宗故依中不說。 

差別為性。 

 述⽈此明體也古因明師或有以聲為宗以成⽴ 

 聲為無常故或有以無常為宗以不許聲有無常 

 故或有以聲無常合以為宗以聲無常別⾮宗故 

 陳那破云聲及無常元來共許何得為宗故我但 

 取聲及無常不相離性以之為宗以敵論者不許 

 不相離故謂聲是何聲為常無常聲此以無常別 

 常聲無常是何無常為⾊為聲是聲無常此以聲 

 別⾊無常故⾔差別如⾔⻘蓮華⻘是何⻘為葉 

俱簡然宗親攬法有法成故欲明宗先弁宗所依法順 

現量等六是差別義⾨不攬成宗故依中不說論云差別 

爲性述⽈此明躰也古因明師或有以聲爲宗以成⽴聲爲 

⽆常故或有以⽆常爲宗以不許聲有⽆常故或有以聲⽆ 

常合以爲宗以聲無常別⾮宗故陳那破云聲及⽆常元來共 

許何得爲宗故我但取聲及⽆常不相離性以之爲宗以 

敵論者不許不相離故謂聲是何聲爲常⽆常是⽆常聲 

此以無常別常聲⽆常是何⽆常爲⾊爲聲是聲無常 

此以聲別⾊⽆常故⾔差別如⾔⻘蓮花⻘是何⻘爲葉 

以下、続く。 
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